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　1 月 19 日から 1 月 25 日までの 6 日間に渡り、令和 5 年度営農懇談会が開催されました。

JA から令和 4 年度の事業経過と収支状況の説明及び令和 5 年度の事業推進方針について組

合員の皆様に説明させていただきました。他にも事業協力委員会の廃止や、上川中央部５JA

合併検討委員会など今後の課題や方針等も説明し、参加して頂いた組合員の皆様と充実した懇

談をすることができました。

　お忙しい中、ご参加いただきました組合員の皆様に心より感謝申し上げると共に、懇談の

中で頂戴しましたご意見ご要望について十分協議検討し JA の健全経営に努めて参りますので、

ご支援、ご理解、ご協力を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

営 農 懇 談 会 開 催営 農 懇 談 会 開 催
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農作物の融雪促進
　育苗や耕起作業の遅れ、小麦の雪腐病などの作物被害が発生し
ないよう、融雪促進を図りましょう。

１．水稲
▽�ケイ酸は、水稲の健全な生育を促進する作用だけでなく、収量
増加や食味向上にも効果を発揮します。
▽ �10a 当たりの収量を 600kg とすると、イネが吸収するケイ酸量
は 120kg 必要です。

▽�土壌診断結果（図 2）では、ケイ酸が不足する土壌が多く見ら
れます。水田へのケイ酸補給と融雪促進を兼ねて「ケイ酸資材」
を施用しましょう。（表 1）
▽�健苗育成には、苗床を十分に乾かすことが重要です。地温低下は、
出芽ムラや病害発生の原因となるため、融雪促進を図りましょ
う。
▽�融雪後は、排水溝（溝切り）が十分に機能するように整備し、
速やかに融雪水を排除しましょう。

２．小麦
▽�秋まき小麦は、根雪期間が長期化すると冬枯れや雪腐病などの
作物被害の大きな要因となります。また、遅まきとなったほ場
では、越冬前茎数の不足が予想されるため、特に融雪を早めて
茎数を確保しましょう。
　（防散融雪炭カル・融雪アッシュ：40 ～ 60kg/10a）
▽�融雪水が停滞すると、小麦の枯死や生育遅延の原因となります。
排水不良地では、溝切りなどを実施して排水路につなぐなど、
表面排水の促進に努めましょう。

３．施設園芸・露地野菜
▽�ハウス内と周辺に融雪材を散布し、早めに除雪機が入れるよう
に融雪促進を図りましょう。
▽�この時期の降雪は、厳冬期に比べて倍以上の重さとなるため、
ビニール被覆後は、こまめに雪を下ろし、ハウスの倒壊に注意
しましょう。
▽�根雪日が遅い地域では、露地野菜におけるは種作業の遅延回避
や地温上昇を促すため、適期作業が行えるよう融雪を促進させ、
早期乾燥を図りましょう。

営農技術情報営農技術情報

●融雪剤散布のポイント
日中の気温がプラスとなり、雪解けが進む「日平均気温が－
3℃以上」となる時期が目安です。（図 1）

ケイ酸含有量
（mg/100g）

ケイカル施肥量
（kg/10a）

10 以下 180 ～ 240
10 ～ 13 120 ～ 180
13 ～ 16 60 ～ 120
16 以上 　0 ～ 60

表 1　土壌診断値に基づく施用量
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令和５年　営農懇談会意見回答集（抜粋）
令和 5 年 1 月 19 日から 1 月 25 日に開催しました営農懇談会で、皆様からいただいた

質問・意見について抜粋してお答えします。

項目 質問・意見 回答

営農
　施設野菜面積の維持の考え方はどうです
か。

　面積については減少傾向が続いていますが、野菜栽培の
相談があれば葉物野菜、ピーマンの推進を行っています。
ハウス等の振興助成も含め野菜推進を行っています。

営農

野菜のバラ出荷の機械取得による利用料も
含め効率化を図ってほしい。

　固定資産の取得では、減価償却費等考慮し、収支シミュ
レーション等、理事会での検討や利用料では部会での意見
を集約するなど実費で設定しております。今後も効率化を
実現し利用していただけるよう努力いたします。

営農

　蔬菜ハウスへの振興助成を増額すること
はできないか、また自動収穫や自動包装な
どの有効利用で施設を増やすことはできな
いか。

　振興助成については、農業振興５か年計画に基づく４年
目であり、再来年の見直しでの要望として承ります、また
蔬菜の自動収穫機は収穫試験を実施しており、部会等から
の取り組みの要望があれば積極的に取り組んでいきたいと
考えています。

営農

　懇談会での意見について、その内容につ
いて議論は行われていますか、また販売物
のＰＲなど部会活動の活性化になっていま
すか。

　皆さんから頂いた意見は、企画会議で協議した中で集約
して理事会で協議し、集約したものを広報誌で報告してい
ます。部会に関係するものは役員会にかけるなど今後の試
験栽培や共選利用の実践に繋げるなど参考にさせてもらっ
ています。

営農
　ＪＡコネクトについて、ペーパーレスに
対応する組合員とそうでない組合員と区別
化できないですか。

　ある程度出来うることを検討し、皆さんに紹介して参り
たい。

営農
　営農していく上で機械設備の投資が大き
い、機械銀行を充実して負担を減らしてほ
しい。

　機械にもよりますが、需要と供給のバランスを検討し、
導入の可否を検討して参りたい。

営農 　農作業の人材不足による対応を考えてほ
しい。

　現在、ＪＡコネクトでのデイワークを紹介していますの
で活用をお願いします。

営農
　今後、農地の受け手がいなくなる可能性
があるので、町内での住宅斡旋も含め新規
就農の受け入れ態勢の整備をしてほしい。

　行政を含め関係機関や農家の皆さんと十分連携し新規就
農の対応をして参りたい。

合併

　合併検討委員会に参加しているのが 5 Ｊ
Ａとなった経過は何か。

　令和元年 9 月に管内 9 ＪＡによる将来構想検討委員会
で事業連携について検討しました。令和 2 年 8 月に管内
9 ＪＡの組合長が組織する組織再編研究会が発足し協議を
重ねた結果、柔軟な組織再編について検討の必要性を認識
した 5 ＪＡ ( 東神楽・東旭川・あさひかわ・比布町・上川
中央 ) が合併検討委員会を組織し検討をしていく事となり
ました。

合併

　過去の合併の検証を踏まえ、職員レベル
での検討を充分に行い合併協議を進めるべ
きだ。

　合併を通して、時代背景や経営環境の変化に概ね対応で
きてきたと検証しています。しかし、これからも環境は変
化していきますので、地域の農業者の営農と生活を守り、
職員の生活も支えていく方針で検討して参ります。また、
各論の原案については企画会議などでも協議して参りま
す。

合併

　合併については仕方のない環境と理解は
しているが、あらゆる方面から意見をもら
い、将来に禍根を残さないよう取り組んで
欲しい。

　参加しているＪＡも合併を経験しているので、組合員、
職員の生活も含めた中で、メリット・デメリットを十分協
議し原案を提示し、懇談を重ねた上で判断を伺って参りま
す。
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項目 質問・意見 回答

合併
　今回の参加ＪＡの中では、畑作地帯はＪ
Ａ東神楽管内が主だったところなので、畑
作関係の検討も行ってほしい。

　施設利用も含め畑作の協議もして参ります。

合併

　今回賦課金を上げたのは、合併と関係が
あるのですか。

　過去は信用共済事業での利益を有効に活用できていた
が、この先収益が見込めない中で経済事業は経済事業で成
り立っていかなければならないため、営農指導収支差額の
マイナスを補うための賦課金増額のお願いであります。

合併

　5 ＪＡで合併したとき、どんなメリット
があるのか。合併を検討する前にすべきこ
とはなかったのか。

　組合員の減少、信用共済事業の低迷という環境の中で、
将来の地域農業を担う組合員の皆様が、安心して豊かな暮
らしを実現していくために安定した協同組織が必要と考
え、組織の再編・構築について検討を進めて参ります。今
後各論について検討し原案をまとめて参ります。

水活見直し

　水田活用直接支払交付金について説明願
いたい。

　現在、水活交付金の対象である水田について、令和４年
から令和８年の５年間の間に水張（水稲作付）が一度もな
ければ交付対象水田から除外されます。
　特例として作付け作物の単収が落ちていないことを前提
に１か月以上の湛水が確認できれば水張をしたと認めま
す。また、基盤整備事業について物理的に水張できない工
事年は５年間の年数に含まないこととなります。
　例えば令和４年に基盤整備を行った場合、令和４年から
８年でなく、令和４年から工事年の１年を足して令和９年
まで水張できていれば交付対象外水田とはなりません。現
段階では、水張し、次年度から５年間以内の繰り返しとな
ります。

水活見直し

　水張の考え方で、雪解け水で１か月湛水
はいいのか、また、８月以降での水の供給
はあるのか。

　雪解け水は水張と認められません。湛水施設からの水張
となります。また、改良区での８月末以降の供給はありま
せんので、水張が９月に跨ぐ場合は、８月中に多くの水を
張っていただくこととなります。

水活見直し
　施設野菜をやっている水田は、このまま
だと対象外水田となっていくのではない
か。

　施設野菜の水田についても、５年に１度の水張が必要と
なっています。これから現場の課題を整理し、今後要望を
上げて参ります。

水活見直し

　国営事業対象地域で将来、５年ルールに
より対象外の水田ができた場合、基盤整備
により１枚で対象地と対象外が混在する水
田となった場合はどうなるのか。

　混在した時の考え方は、令和９年に向けての課題として
農水省に上げていく内容であり、現在は具体的に示されて
いません。

水活見直し

　畑地化は、国営対象地でもできるのか、
また５ヶ年作付け条件をどう考えますか。

　畑地化については、国営緊急農地再編整備事業対象地で
はできません。対象地以外での申請となります。定着支援
や改良区賦課金の決済金支援がありますが、５ヶ年の作付
け条件がありますので、耕作者の変更や所有者変更、途中
での不作付けなどによる助成金の返還等、今後考えられる
リスクも踏まえ進めて参ります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

国営事業
　稲荷地区は、国営緊急農地再編事業から
外れて、道営での対応となっているが、そ
の後の進捗はどうなっていますか。

　稲荷川、八千代川の河川改修が決まらなければ基盤整備
が行えない状況です。数年に渡り要請活動を行っています
が、今現在進捗がない状況です。

国営事業
　旭東地区での工事直前連絡は避けてほし
いので、工事区域の概ねの計画を示してほ
しい。

　極力示せるように致します。
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2 月 15 日、ほうれんそう・ピーマン・小ねぎ・葉果菜の各部会総会が行われました。
収支決算や予算案の説明、役員改選などの審議があり全ての部会で原案通り可決されました。
各部会総会後には 4 部会合同で旭川市農業センターより令和 3 年度コマツナの作期別品種比較試験の結果から

今年度のコマツナ栽培における品質の向上、収量、作業性の向上にむけた講習会が行われ、講習では質問等含め
いろいろな話題の議論が行われ、充実した講習会となりました。

今回ご出席いただきました部会員の皆様ありがとうございました。

2 月 14 日、第 51 回グリーンアスパラ部会定期総会が行われました。
収支決算や予算案の説明、役員の改選など厳重な審議の結果原案通り可決することができました。
総会後にはパイオニアサイエンス株式会社三浦次長より新品種紹介の講習会が行われ、新品種の特徴や栽培の

ポイント等、春からのアスパラの品質向上、収量の増加に向け、充実した講習が行われました。
JA 東神楽のアスパラは 4 月上旬ごろから高品質のアスパラが出荷され、例年消費者の皆様から大好評ですので、

今年度も順調に生育が進むように期待しております。
今回ご出席いただきました部会員の皆様ありがとうございました。

グリーンアスパラ部会総会開催グリーンアスパラ部会総会開催

4 部会合同総会開催4 部会合同総会開催
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2 月 14 日、第 3 回スイートコーン部会定期総会が行われ収支決算や予算案の説明、役員の改選などの審議が
あり原案通りに可決されました。

総会後には講習会も行われ、雪印種苗株式会社広瀬課長より各品種の特性や栽培のポイント、資材関係のこと
まで幅広い分野の講習が行われました。

JA 東神楽のスイートコーンは 5 月頃から播種作業が始まり 8 月頃に収穫のピークを迎えます。今年度も順調
に生育が進むように期待しております。
　今回皆様のおかげでスムーズに総会を進めることができました。ご出席いただいた部会員の皆様ありがとうご
ざいました。　

ＪＡ東神楽女性部は２月３日に西神楽支部、２月６日に本部の定期総会を開催しました。開催にあたり、本部
はＪＡ東神楽専務理事 前田哲也様、東神楽町長 山本進様、上川農業改良普及センター大雪支所支所長 鹿野理様
からご祝辞をいただき、支部はＪＡ東神楽副組合長 前田靖雄様よりご祝辞をいただきました。令和５年度より本
部支部が合併するため、それぞれ令和４年度事業及び決算報告と次年度の役員選出についての議案を提出しご協
議いただきました。総会後、本部はフィットネスインストラクター 阿部佳奈子氏による『椅子に座ってできる体
操＆ストレッチ』を行いました。指も身体も一緒に動かす体操で、冬に凝り固まった身体をほぐしました。支部
は総会後解散式を行い、歴代支部長と歴代事務局を招き、感謝状と花束の贈呈をしました。歴代支部長の代表と
して高山美江様から、歴代事務局代表として農業振興課 伊藤課長よりご挨拶をいただきました。お二人のご挨拶
からは当時の楽しかった出来事が思い出され、笑いがおきるほど和やかな解散式となりました。今後は設立総会
を３月に行い、令和５年度をスタートします。東神楽地区、西神楽地区の部員が一緒に活動して行くことで、今
までより多様な活動ができると期待しています。

スイートコーン部会総会開催スイートコーン部会総会開催

ＪＡ東神楽女性部定期総会（本部・支部）ＪＡ東神楽女性部定期総会（本部・支部）

小足部長挨拶 佐野支部長挨拶 西神楽支部解散式
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農機自動車課からのお知らせ
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農機自動車課からのお知らせ

農機自動車課では、これまでコスト削減により各種作業料金を据え置いて参りま

したが、昨今の原油価格高騰・円安の影響による燃料光熱費等各種コスト上昇を

踏まえ、今後も事業を安定継続していくために作業料金を改定いたします。日頃

よりご愛顧を賜っております組合員各位様には、大変なご迷惑をおかけいたしま

すが、どうかご理解いただきますとともに、今後とも変わらぬご愛顧を賜ります

よう、心よりお願い申し上げます。

記

農機事業　 ・コンバイン・トラクタ の大型化に伴う、作業料金及び整備時間単価の改定

　　　　　 ・搬送 · 集配作業を維持するための料金改定 

自動車事業 ・小型車と同額であった大型車の各種作業料金の改定

　　　　　・部品取り付け作業等の明確化と出張料金の改定

改　定　日 　令和 5 年 2 月 1 日よりー部作業料金が値上げとなります。

　　　　　　詳しくは、作業担当職員にご確認ください。

〒 071-1512
北海道上川郡神楽町北 1 条東 1 丁目 2 番 5 号
電話 0166- 83-2159     FAX 0166- 83-4146  

作業料金一部改訂について

お問い合わせ先

東神楽農業協同組合
農機自動車課自動車整備工場 
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応急手当、救急車の手配を行ってく

ださい。軽いケガや自覚症状のない

場合でも、医師に診断をしてもらう

ようにしましょう。事故車をそのま

まにしておくと、交通渋滞や後続事

故の原因となります。すぐに安全な

場所へ避難しましょう。 

安全を確保したら、警察への届出と

相手方の確認を行いましょう。共済

金の請求をするときには、交通事故

証明書や医師の診断書などが必要

です。そのためにもすみやかな届出

が大切です。 

■警察には次の事項を連絡します。 

①事故発生の日時と場所。 

②負傷者の人数とその程度。 

③壊したものとその程度 

④事故に対して講じた措置。 

警察への連絡後、ＪＡへ詳しい通

知、および相談をします。できるだ

け現場での状況が的確にわかるよ

う相手方、目撃者からの確認とメモ

を忘れずに。 

■ＪＡへも次の要点をご連絡ください。 

①事故状況・日時・場所。 

②相手方の住所・氏名・連絡先・ 

傷害の程度・病院名・車両番号。 

③目撃者の住所・氏名。 

④届出警察署と担当官。 

（おもて）

（うら）

《売りたい情報》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
品　　　名 銘　柄 型　式 金　額 備考 品　　　名 銘　柄 型　式 金　額 備考

自動ブラシ機 佐藤農機 SWM1500 55,000 らくこん イソノ DKMB-10BW 44,000
ミニコン スズテック SCS28 165,000 リバースハロー ホンダ HRR-3100 275,000

溝切機 吉徳 NP-307 19,800

アルーダのホームページアドレスは、http://www.hokuren.or.jp/aruda/

売りたい遊休農機具ありませんか？
使わなくなった農機具を募集しています。ご希望の方は窓口までご相談ください。

お問合せ先　　　JA 東神楽　農機自動車課　☎　83-3810

　　ミニアルーダ掲示板　　ミニアルーダ掲示板 アルーダがアルーダが
あるじゃないか !!あるじゃないか !!

耳より
情報
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税務署からのお知らせ
申告書は、 自分で作成してお早めに

　令和４年分の所得税及び復興特別所得税並びに贈与税の確定申告書の提出期限は３月１５日（水）、消費税
及び地方消費税（個人事業者）の確定申告書の提出期限は３月３１日（金）です。
　期限間際になりますと、確定申告会場は大変混雑しますので、新型コロナウイルス感染防止の観点から、
多くの方が訪れる確定申告会場ではなく、是非ご自宅での申告書の作成・提出をお願いします。
　国税庁ホームページでは、スマートフォンやパソコンなどから、所得税・消費税・贈与税の申告書を作成し、
ｅ - Ｔａｘ（電子申告）等で提出することができます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　詳しくはこちらから⇒

◆　チャットボット（ふたば）に質問する
所得税の確定申告に関する疑問は、チャットボットの税務職員ふたばにお気軽にご相談ください。
医療費控除や住宅ローン控除などお問い合わせが多いご質問について、入力いただくと自動回答します。

【チャットボットの相談範囲】
　所得税の確定申告に関する質問のうち、次のご相談に対応しています。
・確定申告の手続に関すること
・給与所得、年金の所得に関すること
・配当所得、株式の譲渡所得に関すること
・不動産の譲渡所得に関すること
・医療費控除、住宅ローン控除に関すること
・ 社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除（ふるさと納
税）、雑損控除、寡婦・ひとり親控除、勤労学生控除、障害者控除、配偶者（特別）控除、扶養控除、基礎控
除に関すること
・ｅ - Ｔａｘや確定申告書等作成コーナーの操作に関すること
・令和４年分の税制改正に関すること

◆　チャットボットへの質問方法について
チャットボットには次の２つの質問方法があります。

①　メニューから選択して質問
　する
　
②　文字で入力して質問する

◆　税に関する情報は、国税庁ホームページヘ（https://www.nta.go.jp）
◆　e-Tax に関する情報は、e-Tax ホームページへ（https://www.e-tax.nta.go.jp）
■旭川中税務署　℡０１６６- ９０- １４５１　　■旭川東税務署　℡０１６６- ２３- ６２９１
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金融課からのお知らせ
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今月の配本図書今月の配本図書
はじめての自然循環菜園（無肥料・無農薬で究極の野菜づくり）
内田 達也   ( 著 )
植物、日光、土壌生物…　自然の力をいかす「循環農法」の入門書
「自然循環菜園」とは、野菜と土壌が補完しあう環境をつくることで、堆肥や肥料、農薬がだんだんと
いらなくなる有機栽培菜園のこと。同じ作物を連作し続けると、その野菜を好む土壌生物が居つき、安
定した土ができあがります。また、できた野菜の残さをすきこめば、堆肥や肥料を入れなくても作物が
よくできるようになります。この作業を何年か繰り返すうちに、有機栽培が可能になるのです。
常識をくつがえすその画期的なノウハウと、野菜別の育て方を詳しく解説。

はじめてのオーガニックな庭づくり
小島 理恵  ( 著 )
植物の力を引き出すガーデニング術　化学的な肥料や農薬に頼らない庭づくり
「自宅の庭を、人と環境にやさしいオーガニックでつくりたい」という人が増えています。本書は化学
肥料・農薬を使わず、植物のもつ力をいかした美しい庭のつくり方を基本からわかりやすく解説します。
土壌や植物のしくみ、生態系の基礎知識をはじめ、植物の選び方、栽培管理、天然由来成分の薬剤を使っ
た病害虫対策など、知りたい情報が満載です。
草木や花、小さな生き物など、生物多様性にあふれた自分だけの庭が実現できます。

石原洋子の副菜（定番も新しい味も。あるもので作れる小さなごちそう）
石原 洋子 ( 著 )

冷凍コンテナ幼児食（切って冷凍、あとはチン）
ろこ  ( 著 )

青菜のおひたし、ポテトサラダ、きんぴら…みんなが大好きな小さなおかずが、誰でもおいしく作れる
料理教室歴 40年以上の石原洋子先生に教わる、くり返し作りたい副菜レシピ。
定番メニューはもちろん、少ない素材で作れる野菜のおかずや、家にある調味料を使ったすぐにできる
おかずを紹介します。
「あと１品ほしい」ときに必ず役立つ、捨てレシピなしの全 106 品。
主菜との組み合わせ方のコツや、野菜の切り方も写真入りでていねいに解説しました。

主菜１品と副菜２品がレンチン６００W４分で同時に完成！
多忙なママ＆パパにおくる、最強のフリージングレシピ
「朝、ごはんを作る時間がない」、「帰宅した後に作る気力が残っていない」…など、忙しい子育て世帯
が料理にかけられる時間は多くありません。そんな悩めるママ＆パパのために開発されたのが“冷凍コ
ンテナ幼児食”。1）食材を詰める、2）冷凍する、3）レンチン４分で解凍＆調理、この３ステップ
でできるレシピを紹介。

JA東神楽農業文庫
※東神楽町図書館でご利用いただけます

図書に関するお問い合わせは
農業振興課℡ 83-2243



作物名 摘要病害虫名 希釈倍率 使用液量 使用時期 本剤の
使用回数 使用方法

非結球あぶらな科　　　

葉菜類

コナガ
1,000 倍 100 ～ 300

Ｌ /10 ａ
収穫前日まで 3 回以内 散布キスジノミハムシ

ハスモンヨトウ 2,000 倍

※展着剤まくぴかとの相性が良く、特にキスジノミハムシには効果的です。

殺虫剤殺虫剤  アクセルアクセル
®®

フロアブルフロアブル
有効成分：メタフルミゾン 25.0％
毒　　性：普通物（毒劇物に該当しないものを指していう通称）

特集

1 難防除害虫や既存剤抵抗性害虫に有効！ 難防除害虫の大型チョウ目やキスジノミハムシにも優れた効
果を発揮します。

2 害虫からの食害を停止させます！ 作物への食害を抑制しますので、きれいな作物の生産に役立
ちます。

3 ローテーション防除に活用しやすい！ 新しい化学構造の殺虫剤なので、既存剤抵抗性害虫にも有効
です。そのため、ローテーション防除に組み入れ易い薬剤です。


